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府中市緑の活動推進委員会活動報告 2010-2012 

１．組織 

 府中市緑の活動推進委員会は、府中市緑の活動推進委員会設置要綱に基づき、公募市民

20 人以内、自然保護団体等からの推薦者 5 人以内、学識経験者 5 人以内とし、合計 30 人

以内で組織することとしている。 
任期は、平成 22 年 12 月２日から平成 24 年 12 月１日までの２年間とし、任期当初は、

28 人（公募市民 20 人、自然保護団体等からの推薦者 5 人、学識経験者 3 人）とし、12 月

７日（火）に野口忠直市長から依頼状を交付した。会長及び副会長は委員の互選により、

会長に大澤邦男氏、副会長に佐川タマ江氏を選出した。 
五十嵐吉高委員及び金澤一男委員が平成 24 年３月に退任し、委員数は 26 人となった。 
 

２．活動内容 

 緑の活動推進委員の活動内容としては、次のとおりである。 
（１）市民の自主的な緑化活動の推進 

   ①自主的な緑化活動の推進 
（２）野生生物の調査活動の実施 

   ①山野草の保護 
   ②ホタルの飼育 
   ③市民による動植物生息調査の検討 
 （３）自然環境の保全に関するイベントの企画・運営 

   ①自然保護意識の普及・啓発に関するイベントの企画 
   ②水と緑のネットワークウォーキングツアーの企画 
 （４）その他自然環境の保全に関すること  

   ①委員の創意工夫による取組み 
 

３．委員活動 

 ２か月に１回程度、府中駅北第２庁舎３階会議室にて定例会を開催した。実施した委員

活動の報告や今後予定している活動について内容を確認したうえで実施した。また、定期

的に自然観察活動を行っている委員からの情報提供をもとに活発な情報交換も行った。 

 

大澤会長の司会進行により定例会を開催 

 活動回数 

平成２２年度（H22.12～H23.3） ３回 

平成２３年度（H23.4～H24.3） ２９回 

平成２４年度（H24.3～H24.11） ２０回 

 合  計 （H22.12～H24.11） ５２回 
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府中市緑の活動推進委員会活動報告 2010-2012 

１－① 自主的な緑化活動の推進 
 武蔵台公園の自然調査地区の管理では、緑の活動推進委員が定期的に笹刈りを行うとと

もに、武蔵台小学校の総合的学習の時間において、ゴミ拾いや啓発看板の設置などの児童

の活動を支援しており、継続的に連携した活動が行われている。また、府中市シルバー人

材センター武蔵台地域委員と連携して、緑化活動を拡充するようになっており、今後も継

続的に活動を行う予定である。 
 これまで、市民花壇事業のＰＲ、府中環境まつりや蓮を観る会への協力など様々な市施

策の推進に協力した。 
 
 
 
２－① 山野草の保護 

 委員の実践的な活動として取組んでいる武蔵台公園の山野草の保護活動については、公

園内に保護区域を定め、年２回程度の笹刈りなどの手入れを行っている。キンラン、ギン

ラン、マヤラン等が観測されるようになり、貴重植物の復元が確認されるようになった。 
 また、府中市シルバー人材センター武蔵台地域委員の方も作業に加わり、作業地域を拡

大するなど、活動の輪が広がりを見せている。 
また、武蔵台小学校からの要請を受け、公園内の清掃や啓発看板の設置などを行う総合

的学習の時間の支援を行った。 
今後は、崖線に残る貴重な自然を保護・再生する活動としてどのように、地域住民など

と進めていくか検討する必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 武蔵台公園内の笹刈り 作業に参加した緑の活動推進委員 

 
 

武蔵台小児童に野鳥を説明 武蔵台小児童に自然保護活動の説明 
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府中市緑の活動推進委員会活動報告 2010-2012 

２－② ホタルの飼育 

 ゲンジボタルの飼育活動は五十嵐委員が中心となって行っていたが、都合により、活動

を継続することが出来なくなった。このため、石川助成委員が活動を引継ぐことになった。 
飼育していたホタルについては、日本ホタルの会へ遺伝子調査分析を依頼した結果、中日

本に生息する型の遺伝子であることがわかった。 
それまで６月頃には飼育場内で羽化するホタルが見えていたが、平成 23年度においては、

モクズガニやザリガニの侵入によってホタル幼虫の数が激減してしまった。平成 24 年度に

は、ホタル幼虫がほぼ全滅したと思われる。現在の活動としては、飼育場内水路のカワニ

ナを増やすことに重点に取組んでいる。 
 今後の活動については、府中地域に合う関東型の遺伝子を持つホタルの提供が得られる

よう情報収集や関係団体などと交流するとともに、引続き、カワニナを増やすことを優先

課題として活動する。ホタルの飼育活動を通じてホタルが生息できるような良好な自然環

境の保全について考えていく必要がある。 
 
 

南町西部自治会の方と協力して作業 

南町にあるホタル飼育場 

ホタル飼育場へ山砂を入れます 

飼育箱で羽化したゲンジボタル 
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府中市緑の活動推進委員会活動報告 2010-2012 

２－③ 市民による動植物生息調査の検討 

 今後の活動において生物多様性の保全に関する知識を得ることは重要なことであり、府

中にすむ身近な生きものについて、調査記録をとるようにしておく必要があると感じてい

る。環境省生物多様性センター「いきものみっけ」や東京都環境局「東京都生きもの図鑑」

など関係機関において市民が生きもの調査を手軽にできるよう小冊子を作成しており、こ

れらを参考に 36 種（植物４種、鳥類６種、両生類３種、魚類１種、昆虫 18 種、貝類１種、

哺乳類３種）の動植物について調査活動を行った。今後の取組みとして、動植物に対する

専門的な知識を深めたうえで、広く市民とともに活動できるよう検討していきたい。 
 

バッタの特徴を調べる 

 

 

 

 

 

 

 
多摩川を散策しながら生きもの観察 

 

■平成２４年度府中市生きもの調査 

仲間分け    調査種 都 仲間分け   調査種 都

植物 1 セリ ○ 昆虫 19 ハラビロカマキリ ○

植物 2 スミレの仲間  昆虫 20 トノサマバッタ ○

植物 3 セイタカアワダチソウ ○ 昆虫 21 カワラバッタ  

植物 4 キツネノカミソリ  昆虫 22 キリギリス  

鳥類 5 スズメ ○ 昆虫 23 アオマツムシ ○

鳥類 6 ヒヨドリ ○ 昆虫 24 ツクツクボウシ ○

鳥類 7 シラサギの仲間 ○ 昆虫 25 クマゼミ ○

鳥類 8 ヒバリ  昆虫 26 カブトムシ ○

鳥類 9 イワツバメ  昆虫 27 クワガタの仲間 ○

鳥類 10 ツバメ  昆虫 28 キアゲハ ○

両生類 11 トカゲ  昆虫 29 アカボシゴマダラ ○

両生類 12 ニホンアマガエル ○ 昆虫 30 ナミアゲハ ○

両生類 13 ウシガエル ○ 昆虫 31 ジョロウグモ ○

魚類 14 ドジョウ  昆虫 32 テントウムシの仲間  

昆虫 15 オニヤンマ ○ 貝類 33 カワニナ ○

昆虫 16 アカトンボの仲間 ○ 哺乳類 34 アブラコウモリ  

昆虫 17 シオカラトンボの仲間 ○ 哺乳類 35 タヌキ  

昆虫 18 オオカマキリ ○ 哺乳類 36 ハクビシン  

○は、「東京都生きもの調査」該当種（30 種のうち 23 種） 
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府中市緑の活動推進委員会活動報告 2010-2012 

３－① 自然保護意識の普及・啓発に関するイベントの企画 

 市民の緑化に関する意識の高揚を図るため、グリーンフェスティバルを企画し、開催し

た。緑の活動推進委員会から選出した実行委員において、１月頃から、事業内容、出店団

体に対するとりまとめ、ポスター作成などによる事業ＰＲなどの検討し、準備を進めた。

平成 23 年度については、東日本大震災の影響により、グリーンフェスティバルの内容の一

部を環境フェスタ内で実施した。平成 24 年度については、環境系イベントを統合し、６月

に府中環境まつりを開催した。大澤会長と佐川副会長が府中環境まつり実行委員会に出席

し、自然体験ゾーンを担当した。自然体験ゾーンは、鳥の巣箱づくりや木の実細工づくり

を指導したり、生きものクイズや昆虫の切り紙を準備したりした。来場した市民が、自然

を考えるきっかけとなるよう様々な体験コーナーを設け、楽しみ興味を持ってもらった。

特に身近な生きものについて知る機会を増やし、生物多様性の保全について、市民にさら

に興味関心を持ってもらう必要があると感じました。 
 東日本大震災の影響などもあり、環境関係のイベントが統合されることとなり、日程や

場所が変更になり、市民に定着するのに時間も必要になると思われるが、年数を重ねてい

くうちに徐々に周知されるようになるかと思います。 
 

年度 平成２３年度 平成２４年度 
名称 環境フェスタ 

（グリーンフェスティバル） 
府中環境まつり２０１２ 

日時 ６月４日（土） ６月２日（土） 
場所 府中公園 府中公園 
来場者数 ５，２５２人 

（自然体験コーナー１，０７８人）

２０，０００人 
（自然体験コーナー ７００人） 

内容 鳥の巣箱作り・木の実細工体験コー

ナー、緑の活動推進委員・水辺の楽

校ＰＲコーナー、草花・苗木 200 円

頒布、緑化相談 

鳥の巣箱作り・木の実細工体験コー

ナー、緑の活動推進委員・水辺の楽

校ＰＲコーナー、草花 200 円頒布 

出席者 ２１人 ２０人 
 
 

鳥の巣箱作りのお手伝い 府中環境まつりで挨拶する高野市長 
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府中市緑の活動推進委員会活動報告 2010-2012 

 
 

巣箱作りを手伝う新井委員 巣箱作りを指導する内藤委員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 女性委員を中心に木の実細工のお手伝い 多くの市民が木の実細工に参加しました 

 
 

身近な自然をパネルで紹介する大澤会長 昆虫の切り紙で生きものに関心を持つ 
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府中市緑の活動推進委員会活動報告 2010-2012 

３－② 水と緑のネットワークウォーキングツアーの企画 

 市民が市内の自然や歴史などにふれることができるよう、市内に残る自然や史跡などを

緑道及び遊歩道などでつないだ 10 コースを緑の活動推進委員が選定した「府中市水と緑の

ネットワーク ウォーキングマップ」を作成した。このマップは、市民相談室、市政情報セ

ンター、郷土の森博物館、観光情報センター、郷土の森観光物産館（平成 23 年 11 月開館）

で頒布している。市民桜まつりや府中環境まつりにおいて、委員自ら説明し頒布をした。

頒布状況もよく、平成 23 年４月には第３版を発行するに至っている。改訂前には委員がコ

ース周辺の状況に変化がないか記載内容を確認している。 
 水と緑のネットワークウォーキングマップを活用した、委員の案内によるウォーキング

ツアーを年２回（春・秋）開催し、開催時期にあわせて、府中の自然や風景を紹介した。

植物や花を中心に身近な自然を案内し、リピーターも多く好評を得て実施している。 
テーマ 浅間山と芸術の森を巡る道 二ケ村緑道とかぜのみち 
日時 平成２３年６月９日（木） 

 午前９時～１２時 
平成２３年１１月２９日（火）

 午前９時～１２時 
行程 常久八幡神社～野溝緑道～人見

稲荷神社～浅間山公園～府中の

森公園 

溝合神社～府中多摩川かぜのみ

ち～二ケ村緑道～三ケ村遊歩道

～東郷寺 
参加者数 ４３人（委員６人） ２５人（委員８人） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

テーマ 鎮守の森とかぜのみち 多磨霊園と武蔵野の森プロムナ

ード 
日時 平成２４年５月１６日（水） 

 午前９時～１２時 
平成２４年１１月 ７日（水）

 午前９時～１２時 
行程 本願寺～諏訪神社～押立神社～

押立文化センター～龍光寺～多

摩川親水公園～押立公園 

武蔵野の森公園～野川公園～武

蔵野公園～多磨霊園～紅葉丘文

化センター 
参加者数 ４３人（委員９人） ２２人（委員１１人） 
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オギの群落を説明する伊藤委員 山田委員が浅間山を説明 

多摩川かぜのみちを参加者と歩く 野川公園のジュウガツザクラを説明 



府中市緑の活動推進委員会活動報告 2010-2012 

３－③ 緑化講習会の開催 

 市民の緑化活動を推進するため、環境イベントで好評を得ている木の実細工づくりを

季節にあわせ、リース作りを行う緑化講習会を実施した。 
 平成２１年度から取組んでいる事業で、親子や主婦らが和気あいあいとした雰囲気で

リース作りに取組んだ。リース作りの前には、紅葉している公園など会場周辺を散策し、

委員が木の実や木の葉について説明をした。 
リース作りだけでなく、委員の知識や経験をもとに四季折々に変化する身近な自然を

楽しむ体験企画として、特徴ある講習会であった。 
  

年度 平成２３年度 平成２４年度 
テーマ 身近な木の実や木の葉でリースを作

ろう 
身近な木の実や木の葉でリースを作

ろう 
日時 平成２３年１２月１１日（日） 

  午後１時～４時３０分 
平成２４年１１月１７日（日） 
  午後１２時半～４時 

場所 武蔵台文化センター 
及び武蔵台公園 

中央文化センター会議室 
及び中央公園 

参加者数 ２０人（委員８人） １２人（委員１１人） 
内容 武蔵台公園を散策し、木の実や葉を

拾って、部屋に飾るリースを作った。

府中公園を散策し、部屋に飾るリー

スを作った。 
 
 
 
 
 
 
 
 

府中公園で木の葉と木の実を観察 小池委員を中心に木の実細工指導  
 
 
 
 
 
 
 
 

委員がリースづくりをアドバイス 完成したリースを見せ合いました  
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府中市緑の活動推進委員会活動報告 2010-2012 

３－④ 花蓮の紹介 

 ７月上旬に郷土の森公園修景池にて、府中市主催の蓮を観る会が開催されている。蓮を

観る会開催期間中に、花蓮を紹介チラシ配布について協力をした。また、府中の自然を来

場者に紹介する機会として、水と緑のウォーキングマップを頒布した。 
 市内外から見学に訪れ、大賀蓮の紹介や蓮の育て方などを委員が説明しました。 
 

年度 平成２３年度 平成２４年度 
名称 第５１回蓮を観る会 第５２回蓮を観る会 
日時 ７月１日（金）～３日（日） ７月１日（日） 
場所 郷土の森公園・修景池 郷土の森公園・修景池 
来場者 １，４００人 ６００人 
出席者 １２人 １０人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 蓮を観る会に協力しました 花蓮チラシやウォーキングマップを紹介 

 
 
 
 
 
 
 
 

修景池にて箱田先生の講演を聞く 蓮を観る会来場者に花蓮をＰＲ  
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府中市緑の活動推進委員会活動報告 2010-2012 

４ その他の活動 

（１）視察研修 
 委員活動に関連したテーマを先進的に取組んでいる地域を選び、委員の専門性知識を高

めるために、視察研修を行いました。特に生物多様性の保全について学習するため、視察

先を選定し、視察先の職員から直接話を聞く機会を設けたりしました。 
研修の成果を普段の活動に活かすことと委員同士の親睦を深めるために有意義な研修で

ありました。 
 

日時 平成２３年 
１０月３１日（月） 

平成２４年 
９月２８日（金） 

行程 都立野山北公園（武蔵村山市） 
狭山湖（埼玉県所沢市） 

埼玉県北本公園（埼玉県北本市） 
古代蓮の里（埼玉県行田市） 

参加者数 委員２４人 委員１８人 
 
 
 
 
 
 
 
 

 武蔵野の面影を残す野山北公園を散策 狭山湖にて野鳥を観察 

 
 
 
 
 
 
 
 
 公園職員から生物多様性の大切さを学びました 生物多様性の保全を実践する公園を散策 
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（２）ツバメの集団ねぐら市民観察会への協力 
 府中野鳥クラブが自然保護活動している四谷小学校南の多摩川河川敷において、ツバメ

の集団ねぐら市民観察会を開催するにあたり、多摩川かぜのみちの交通整理や参加者受付

などに委員が協力した。当日は、周囲が薄暗くなるにつれ、水辺のヨシ原にツバメが次々

と集まり、28,000 羽の集団ねぐら入りを観察できました。ヨシ原から湧き出るように飛び

回るツバメの群れ、米粒のように小さく見えるほど空高く舞うツバメに参加者全員が感動

しました。 
 ▽日時   平成２４年７月２８日（土）午後６時～７時半 
 ▽場所   多摩川府中四谷橋下流左岸（府中市立四谷小学校前） 
 ▽参加人数 １２０名 
  
 
 
 
 
 
 
 

 府中野鳥クラブが駆除したアレチウリ 
四谷小で参加者受付の協力 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ツバメがねぐら入りをするのを待つ参加者 ツバメのねぐらをライトスコープで観察 

 
 
 
 
 
 
 
 

 空高く舞うツバメの大群 集団でねぐら入りしたツバメを観察 
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 （３）府中水辺の楽校事業活動 
 多摩川の自然環境学習を実施している「府中水辺の楽校」では、大澤会長、石川助成委

員、伊藤委員、椛島委員、内藤林三委員、野口委員が協力した。 
 自治会、小学校、各種団体、国土交通省京浜河川事務所、行政により構成する府中水辺

の楽校運営協議会が、事業を運営している。 
多摩川でのガサガサ魚とり、魚つかみ、Ｅボート・カヌー体験、キクイモ探し、石ころ

ウォッチングなど季節の変化に応じた水辺の自然を大勢の親子が楽しみながら学んでい

る事業活動であります。また、市内の小学校が多摩川で実施する総合学習の時間を支援し

ています。 
■平成 23 年度府中水辺の楽校事業 

 イベント事業 小学校総合学習支援 合  計 
事業数 ８事業 １１事業 １９事業 
参加者数 ８１０名 ８５２名 １，６６２名 

  
 

小学校総合学習で指導する大澤会長 ガサガサ魚とりを指導する野口委員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

多摩川が地元の石川委員 

 
 
 
 
 
 
 親子に指導する椛島委員 

 

植物に詳しい内藤委員 昆虫に詳しい伊藤委員 
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15 
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府中市緑の活動推進委員会委員名簿 

  役職 氏   名 性別 選 出 区 分 

1   新 井 孝次朗 男 学識経験者   

2   
五十嵐 吉 高 
（～H24.3.31） 

男 学識経験者   

3  石 川 き く 女 団体等代表 西部地区生活会議 

4   石 川 助 成 男 公募市民   

5   糸 井 勝 子 女 公募市民   

6  伊 藤 順理子 女 団体等代表 府中かんきょう市民の会 

7 会長 大 澤 邦 男 男 団体等代表 府中野鳥クラブ 

8   
金 澤 一 男 
（～H24.3.31） 

男 公募市民   

9   椛 島 弘 通 男 公募市民  

10   菊 池 伸 明 男 団体等代表 むさし府中青年会議所 

11   黒 崎   啓 女 公募市民   

12   小 池 昌 子 女 公募市民   

13   小 泉 共 司 男 公募市民   

14   小 島 孝 司 男 公募市民   

15   後 藤 晶 江 女 公募市民   

16 副会長 佐 川 タマ江 女 公募市民   

17   城 谷 一 民 男 公募市民   

18  田 上 昌 宣 男 公募市民   

19   内 藤 安 雄 男 公募市民   

20   内 藤 林 三 男 公募市民   

21   中 山   昇 男 公募市民   

22   新 山 孝 雄 男 公募市民   

23   野 垣 靖 子 女 公募市民   

24   野 口 道 夫 男 学識経験者   

25   早 川 洋 子 女 公募市民   

26   松 田 正 敏 男 公募市民   

27   村 山 繁太郎 男 公募市民   

28   山 田 義 夫 男 団体等代表 浅間山自然保護会 

50 音順・敬称略    任期：平成 22 年 12 月 2 日から平成 24 年 12 月 1 日 
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活動内容 

日  程 主な議事及び活動内容 出席委員

平成２２年１２月７日（火） 第１回定例会 

依頼状の交付 

市長挨拶 

会長・副会長の選出 

今後の会議の進め方について 

２５名 

平成２３年１月２７日（木） 第２回定例会 

水と緑のネットワークウォーキングマップの改訂作業について 

平成２３年活動計画（案）について 

グリーンフェスティバル２０１１について 

２６名 

２月１０日（木） 武蔵台小学校総合学習支援 ４名 

４月１４日（木） 第３回定例会 

東日本大震災に伴うグリーンフェスティバル２０１１開催見直

しについて 

自然観察会（春）について 

水と緑のネットワークウォーキングツアーについて 

生きもの調査について 

２５名 

５月１９日（木） 第４回定例会 

自然観察会（春）ついて 

環境フェスタについて 

水と緑のネットワークウォーキングツアーについて 

生きもの調査について 

２７名 

５月２０日（金） 自然観察会（春） 

武蔵台公園 

１６名 

５月２６日（木） 水と緑のネットワークウォーキングツアー 実地踏査 

「浅間山と芸術の森を巡る道」 

４名 

６月 ４日（土） 環境フェスタ ２１名 

６月 ９日（木） 水と緑のネットワークウォーキングツアー 

「浅間山と芸術の森を巡る道」 

６名 

７月１日（金）～３日（日） 第５１回蓮を観る会協力 

郷土の森公園 修景池 

１２名 

７月１４日（木） 第５回定例会 

第２回自然観察会について 

緑化講習会について 

バス研修会について 

生きもの調査について 

２５名 

８月２３日（火） 武蔵台公園自然保護活動の打合せ ３名 

９月 ５日（月） 武蔵台公園自然保護活動の打合せ ３名 

９月２２日（木） 第６回定例会 

第２回自然観察会について 

バス研修会について 

水と緑のネットワークウォーキングツアーについて 

緑化講習会について 

２４名 

９月２７日（火） 中学生職場体験 １名 

９月２９日（木） 中学生職場体験 １名 

１０月 ４日（火） ホタルの飼育場視察研修 １名 

１０月１３日（木） 第２回自然観察会 

多摩川植物観察会 

１１名 

１０月２１日（金） バス研修会実地踏査 ３名 

１０月２５日（火） 武蔵台公園自然保護活動 下草刈り １２名 

１０月３１日（月） バス研修会 

都立野山北公園（武蔵村山市）ほか 

２４名 
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日  程 主な議事及び活動内容 出席委員

１１月 ４日（金） 水と緑のネットワークウォーキングツアー 実地踏査 

「二ケ村緑道とかぜのみち」 

４名 

１１月１７日（木） 第７回定例会 

水と緑のネットワークウォーキングツアーについて 

緑化講習会について 

生きもの調査について 

環境保全活動センター開設について 

ホタルの飼育活動について 

２２名 

１１月２９日（火） 水と緑のネットワークウォーキングツアー 

「二ケ村緑道とかぜのみち」 

８名 

１２月１１日（日） 緑化講習会 

「身近な木の実や木の葉でリースを作ろう」 

８名 

平成２４年 １月２６日（木） 第８回定例会 

第４１回市民桜まつりについて 

武蔵台公園自然保護活動について 

第３回自然観察会について 

ホタルの飼育活動について 

２３名 

２月１３日（月） 武蔵台公園自然保護活動 １２名 

２月２１日（火） 武蔵台公園自然保護活動 ９名 

２月２７日（月） 第３回自然観察会 

野鳥観察会 

１２名 

３月２９日（木） 第９回定例会 

第４１回市民桜まつりについて 

府中環境まつり２０１２について 

水と緑のネットワークウォーキングツアーについて 

生きもの調査について 

２２名 

４月７日（土）～８日（日） 第４１回市民桜まつり ２６名 

４月２５日（木） 第１０回定例会 

水と緑のネットワークウォーキングツアーについて 

府中環境まつり２０１２について 

自然観察会（春）について 

１７名 

５月 ７日（月） 府中環境まつり２０１２ 担当会議 

緑の活動推進委員会ＰＲコーナーについて 

６名 

５月 ９日（水） 水と緑のネットワークウォーキングツアー 実地踏査 

「鎮守の森とかぜのみち」 

７名 

５月１６日（水） 水と緑のネットワークウォーキングツアー 

「鎮守の森とかぜのみち」 

９名 

５月１７日（木） 第１１回定例会 

府中環境まつり２０１２について 

自然観察会（春）について 

１８名 

５月３０日（水） 府中環境まつり２０１２ 担当会議 

木の実細工コーナーについて 

６名 

６月 ２日（土） 府中環境まつり２０１２ 

府中公園 

２０名 

７月 １日（日） 第５２回蓮を観る会協力 

郷土の森公園 修景池 

１０名 

７月１９日（木） 第１２回定例会 

自然観察会について 

バス研修会について 

緑化講習会について 

２３名 

７月２８日（土） ツバメの集団ねぐら市民観察会 

 

１１名 
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日  程 主な議事及び活動内容 出席委員

９月 ６日（木） 第１３回定例会 

自然観察会について 

バス研修会について 

緑化講習会について 

水と緑のネットワークウォーキングツアーについて 

緑の活動推進委員会 報告書について 

自然環境調査員について 

２０名 

９月２４日（月） 自然観察会 

武蔵台公園自然保護活動について 

１３名 

９月２８日（金） バス研修会 

北本自然観察公園（北本市） 古代蓮の里（行田市） 

１８名 

１０月２５日（木） 第１４回定例会 

水と緑のネットワークウォーキングツアーについて 

緑化講習会について 

武蔵台公園自然保護活動 下草刈りについて 

緑の活動推進委員会 報告書について 

２１名 

１１月 ２日（金） 水と緑のネットワークウォーキングツアー 実地踏査 

「多磨霊園と武蔵野の森プロムナード」 

１２名 

１１月 ７日（水） 水と緑のネットワークウォーキングツアー 

「多磨霊園と武蔵野の森プロムナード」 

１１名 

１１月１７日（土） 緑化講習会 

「身近な木の実や木の葉でリースを作ろう」 

１１名 

１１月２２日（木） 第１５回定例会 

緑の活動推進委員会提言書（報告書）について 

水と緑のネットワークウォーキングツアーについて 

緑化講習会について 

２３名 

１１月２９日（木） 緑の活動推進委員会提言書及び活動報告書を市長に提出 

場所：市長応接室 

５名 

 
 

提言書を市長に提出する大澤会長 

 
 
 
 
 
 
 

市長に委員活動を報告 
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平成２４年１１月作成 
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